本誌に記載されている文化財についての詳しい情報が必要なときは、文化財の所在する区市町
村の施設にお問い合わせください（東京文化財ウィーク全般についてのお問合せは、東京都教育
庁地域教育支援部管理課 TeI.03-5320-6862 までお願いします。）。

中央区

中央区立郷土天文館（タイムドーム明石）

港区

港区立郷土歴史館 ※ 11/1 開館予定
港区白金台4-6-2 TEL 03-6450-2107
東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線「白金台」駅（２番出口）下車徒歩1分/都営バス「白金台駅前」下車
徒歩1分
開館時間 日〜金：9:00〜17:00 土：9:00〜20:00 休館日 第3木曜日
渋谷区東4-9-1 TEL 03-3486-2792
JR山手線・埼京線ほか「渋谷」駅（東口バスターミナル）から都営バス（日赤医療センター行（学03））
「国学院大学前」下車徒歩2分
開館時間 11:00〜17:00（入館は16:30まで） 休館日 月曜（祝日の場合は翌平日）

新宿歴史博物館

都営大江戸線・東京メトロ東西線「門前仲町」駅下車徒歩3分
開館時間 10:00〜18:00（金曜・土曜は19:00まで）
休館日 月曜（祝日の場合は翌火曜）

新宿区中井2-20-1 TEL 03-5996-9207
西武新宿線・都営大江戸線「中井」駅下車徒歩7分
開館時間 10:00〜16:30 休館日 月曜（休日の場合は翌日）・年末年始

江東区中川船番所資料館 江東区大島 9-1-15 TEL 03-3636-9091
都営地下鉄新宿線東大島駅 大島口下車徒歩5分
開館時間 9:30〜17:00 休館日 毎週月曜日 祝日の際は翌日

佐伯祐三アトリエ記念館

10:00〜16:00

文京区立森鷗外記念館

豊島区立郷土資料館

豊島区西池袋2-37-4 としま産業振興プラザ７階 TEL 03-3980-2351
池袋駅西口下車徒歩約10分/池袋駅南口下車徒歩約7分
開館時間 9:00〜17:00 休館日 毎週月曜（祝日と重なる場合はその翌日も）、第3日曜、祝日、年末年始

品川区

文京区千駄木1-23-4 TEL 03-3824-5511
東京メトロ千代田線「千駄木」駅下車徒歩5分/東京メトロ南北線「本駒込」駅下車徒歩10分
開館時間 10：00〜18：00（入館は閉館の30分前まで） 休館日 第4火曜日

墨田区

文京区

文京ふるさと歴史館 文京区本郷 4-9-29 TEL 03-3818-7221
東京メトロ丸ノ内線・都営大江戸線「本郷三丁目」駅又は都営三田線・都営大江戸線「春日」駅下車徒歩5分
開館時間 10:00〜17:00 休館日 月曜（祝日の場合は翌火曜）

江戸川区

中村彝アトリエ記念館

新宿区下落合3-5-7 TEL 03-5906-5671
JR山手線「目白」駅下車徒歩10分
開館時間 10:00〜16:30 休館日 月曜（休日の場合は翌日）・年末年始

豊島区立鈴木信太郎記念館

月曜（祝休日の場合は翌平日）

台東区上野公園2-1 TEL 03-3823-7451
京成線「京成上野」駅下車徒歩3分/JR山手線・京浜東北線ほか「上野」駅・都営大江戸線「上野御徒町」
駅・東京メトロ銀座線「上野広小路」駅下車徒歩5分
開館時間 9:30〜16:30（入館は16:00まで） 休館日 月曜（祝休日の場合は翌平日）

中野区

台東区立下町風俗資料館

世田谷区

台東区
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台東区根岸 2-10-4 TEL 03-3872-2645
JR山手線「鶯谷」駅（北口）下車徒歩5分
開館時間 9:30〜16:30（入館は16:00まで） 休館日

大田区

北区

台東区立書道博物館

品川区立品川歴史館

品川区大井 6-11-1 TEL 03-3777-4060
JR京浜東北線「大森」駅（北口）下車徒歩10分/JR京浜東北線・東急大井町線ほか「大井町」駅下車徒
歩15分/東急バス（池上駅・蒲田駅行）「鹿島神社前」下車徒歩1分
開館時間 9:00〜17:00（入館は16:３０まで）
休館日 月曜（祝日の場合は翌日も休館）・祝日（日曜の場合は開館）※展示替等の臨時休館あり
目黒区中目黒 3-6-10 TEL 03-3715-3571
東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒」駅下車徒歩12分
開館時間 9:30〜17:00 休館日 月曜（休日の場合は開館し翌日が休館）

目黒区古民家

大田区立郷土博物館

北区飛鳥山博物館

北区立中央図書館「北区の部屋」 北区十条台 1-2-5 TEL 03-5993-1125
JR埼京線「十条」駅又はJR京浜東北線「東十条」駅下車徒歩12分/JR京浜東北線・東京メトロ南北線
「王子」駅下車徒歩15分/コミュニティーバス「中央図書館」下車正面
開館時間 月曜〜土曜 9:00〜20:00 日曜・祝日 9:00〜17:00
休館日 第1・第3・第5月曜及び第4木曜（12月・3月を除く。）・12月29日〜1月4日・3月29日

すみだ郷土文化資料館

墨田区向島 2-3-5 TEL 03-5619-7034
都営浅草線「本所吾妻橋」駅下車徒歩8分／東武線「とうきょうスカイツリー」駅下車徒歩7分
開館時間 9:00〜17:00（入館は16:30まで） 休館日 月曜（祝日の場合は翌日）、第4火曜

目黒区碑文谷 3-11-22 すずめのお宿緑地公園内 TEL 03-3714-8882
東急東横線「都立大学」駅下車徒歩10分/バス（黒01系統（目黒駅―大岡山小学校））「碑文谷3丁目」
下車徒歩1分、
（森91系統（大森操車所―新代田駅前）「平町」下車徒歩3分
開館時間 9:30〜15:30 休館日 月曜・火曜（休日の場合は公開し、翌平日が休館）

豊島区東池袋5-52-3 TEL 03-5950-1737
東京メトロ丸ノ内線「新大塚」駅下車徒歩3分/JR山手線「大塚」駅下車徒歩8分
開館時間 9:00〜16:30
休館日 毎週月曜（祝日と重なる場合はその翌日も）、第3日曜、祝日、年末年始、展示替えに伴う臨時休館
北区王子1-1-3 TEL 03-3916-1133
JR京浜東北線「王子」駅（南口）下車徒歩5分/東京メトロ南北線「西ヶ原」駅下車徒歩7分/都電荒川線
「飛鳥山」駅下車徒歩4分
開館時間 10:00〜17:00 休館日 月曜（祝日の場合は翌日）

江戸川区立郷土資料室 江戸川区松島 1-38-1 グリーンパレス 3 階 TEL 03-5662-7176
JR「新小岩」駅（南口）下車徒歩20分／JR「新小岩」駅（南口）から都営バス（葛西駅行き、西葛西駅行
き、船堀駅行き）／JR「小岩」駅から都営バス（両国駅行き、船堀駅行き）、京成バス（小松川警察署行き）
／東京メトロ東西線 葛西駅 西葛西駅 都営新宿線船堀駅から都営バス（新小岩駅行き）／都営新宿
線篠崎駅から京成バス（<区役所経由>新小岩駅東北広場行き）いずれも「江戸川区役所前」下車徒歩3分
開館時間 9:00〜17:00
休館日 祝日及び振替休日・国民の休日（祝日法上の祝日）、年末年始（12月28日から翌年1月4日ま
で）、グリーンパレス休館日

目黒区めぐろ歴史資料館

目黒区

豊島区

豊島区立雑司が谷旧宣教師館

豊島区雑司が谷1-25-5 TEL 03-3985-4081
東京メトロ有楽町線「東池袋」駅下車徒歩10分/東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅下車徒歩10分/都電
荒川線「都電雑司ヶ谷」停留所下車徒歩7分
開館時間 9:00〜16:30 休館日 毎週月曜、第3日曜、祝日の翌日、年末年始

江東区深川江戸資料館 江東区白河 1-3-28 TEL 03-3630-8625
都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅（A3出口）下車徒歩3分
開館時間 9:30〜17:00（入館は16:30まで）
休館日 第2・4月曜（祝日・振替休日に当たる場合は開館）
深川東京モダン館 江東区門前仲町 1-19-15 TEL 03-5639-1776

林芙美子記念館

新宿区中落合2-4-21 TEL 03-5988-0091
西武新宿線「下落合」駅下車徒歩10分
開館時間 5月〜9月 10:00〜16:30/10月〜4月
休館日 月曜（休日の場合は翌日）・年末年始

葛飾区郷土と天文の博物館

葛飾区白鳥3-25-1 TEL 03-3838-1101
京成本線「お花茶屋」駅下車徒歩8分
開館時間 9:00〜17:00（ただし、祝日以外の金曜・土曜は21:00まで）
（入館は閉館の30分前まで）
休館日 月曜（祝日の場合は開館）・第2、第4火曜（祝日の場合は開館し、翌平日が休館）・年末年始
（12月28日〜1月4日、1月2日〜3日の12:00〜17:00は開館）
江東区常盤1-6-3 TEL 03-3631-1448
都営新宿線・大江戸線「森下」駅下車徒歩7分
開館時間 9:30〜17:00（入館は16:30まで）
休館日 第2・4月曜（休日の場合は翌日）・年末年始

江東区

新宿区

新宿区早稲田南町7 TEL 03-3205-0209
東京メトロ東西線早稲田駅下車徒歩8分/都営バス（新宿駅西口⇔練馬駅）牛込保健センター前下車徒歩2分
開館時間 10:00〜18:00 休館日 月曜（休日の場合は翌日）・年末年始

足立区立郷土博物館

江東区芭蕉記念館

新宿区三栄町22 TEL 03-3359-2131
東京メトロ丸の内線「四谷三丁目」駅下車徒歩8分/都営新宿線「曙橋」駅下車徒歩8分/JR中央線又は東
京メトロ丸の内線・南北線「四ツ谷」駅下車徒歩10分
開館時間 9:30〜17:30
休館日 第2・第4月曜（休日の場合は翌日）・年末年始（12月26日〜1月3日）・燻蒸作業日

漱石山房記念館

足立区東伊興4-9-1 TEL 03-3898-9111
東武スカイツリーライン「竹ノ塚」駅（西口）から東武バス（安行原久保循環・新里循環）
「北寺町」下車徒
歩7分
開館時間 10:00〜16:00（公園は9:30開園） 休館日 12月28日〜1月4日
足立区大谷田5-20-1 TEL 03-3620-9393
JR総武線「亀有」駅（北口）から東武バス（八潮駅南口行）
「足立郷土博物館」下車徒歩1分/東武バス
（六ツ木都住行）
「東淵江庭園」下車徒歩4分
開館時間 9:00〜17:00（入館は16:30まで） 休館日 月曜（祝日の場合は翌日）

葛飾区

渋谷区

白根記念渋谷区郷土博物館・文学館

足立区立伊興遺跡公園展示館

足立区

中央区明石町12-1 TEL 03-3546-5537
東京メトロ日比谷線「築地」駅下車徒歩7分/東京メトロ有楽町線「新富町」駅下車徒歩10分
開館時間 火曜〜金曜10:00〜19:00 土曜・日曜・祝日10:00〜17:00
（入館は閉館の30分前まで）
休館日 月曜（祝日の場合は翌日）

荒川区南千住6-63-1 TEL 03-3807-9234
JR常磐線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス「南千住」駅下車徒歩約10分/京成線「千住大橋」
駅下車徒歩約10分/都電荒川線「三ノ輪橋」下車徒歩約15分/コミュニティバスさくら（南千01系統）
「南
千住図書館」下車徒歩約3分/都バス（草43系統）
「千住大橋」下車徒歩約5分
開館時間 9:30〜17:00（展示室への入館は16:30まで）
休館日 月曜日（月曜が祝日の場合は開館し、翌日休館）
・毎月第二木曜日・年末年始休館

ガイドステーション

千代田区日比谷公園1-4 TEL 03-3502-3348
東京メトロ千代田線・日比谷線ほか「霞ヶ関」駅下車徒歩5分/都営三田線「内幸町」駅下車徒歩5分
開館時間 10:00〜18:00 休館日 第3月曜・土曜・日曜・祝日

台東区立旧東京音楽学校奏楽堂 ※11月2日（金）より一般公開、開始。
台東区上野公園8-43 TEL 03-3824-1988
JR「上野」駅（公園口）下車徒歩10分／東京メトロ銀座線・日比谷線・京成線「上野」駅下車徒歩15分／
循環バス東西めぐりん④「旧東京音楽学校奏楽堂」下車徒歩1分
開館時間 9:30〜16:30 休館日 月曜（祝休日の場合は翌平日）、年末年始、特別整理期間、ホール使用のある日
荒川区立荒川ふるさと文化館

荒川区

千代田区

ガイドステーション

千代田区立日比谷図書文化館文化財事務室

台東区

ガイドステーション

大田区南馬込 5-11-13 TEL 03-3777-1070
JR京浜東北線「大森」駅（北口4番乗り場）から東急バス「万福寺前」下車徒歩2分/都営浅草線「西馬
込」駅（西口又は東口）下車徒歩7分
開館時間 9:00〜17:00 休館日 月曜（祝日の場合は開館）

大森

海苔のふるさと館

大田区平和の森公園 2-2 TEL 03-5471-0333
京浜急行線「平和島」駅・東京モノレール「流通センター」駅下車徒歩15分/JR京浜東北線「大森」駅
（東口）から平和島循環バス「平和島五丁目」下車徒歩3分
開館時間 9:00〜17:00 休館日 第3月曜（祝日の場合は翌日）

世田谷区立郷土資料館 世田谷区世田谷1-29-18 TEL 03-3429-4237
東急世田谷線・バス「上町」駅下車徒歩約5分
開館時間 9:00〜17:00（入館は16:３０まで）
休館日 月曜・祝日（月曜日が祝日の場合はその翌日も休館日）、年末年始
山﨑記念中野区立歴史民俗資料館

中野区江古田 4-3-4 TEL 03-3319-9221
西武新宿線「沼袋」駅（北口）下車徒歩8分/都営大江戸線「新江古田」駅下車徒歩15分/JR中央線ほか
「中野」駅（北口）から京王バス（練馬駅行（中92系））「江古田二丁目」下車徒歩2分/西武池袋線「練
馬」駅（北口）から京王バス（中野駅行（中92系））「江古田四丁目」下車徒歩5分
開館時間 9:00〜17:00（入館は16:30まで） 休館日 月曜・第3日曜・年末年始

83

国分寺市

杉並区

杉並区立郷土博物館 杉並区大宮1-20-8 TEL 03-3317-0841
ＪＲ中央線「高円寺」駅／東京メトロ丸ノ内線「新高円寺」駅からバス（永福町行）/京王井の頭線「永福
町」駅からバス（高円寺駅行）
「都立和田堀公園」下車徒歩５分
開館時間 9:00〜17:00 休館日 月曜・第3木曜（祝日の場合は翌日）
杉並区立郷土博物館分館 杉並区天沼3-23-1 天沼弁天池公園内 TEL 03-5347-9801
JR中央線・東京メトロ丸ノ内線「荻窪」駅（北口）下車徒歩10分
開館時間 9:00〜17:00 休館日 月曜・第3木曜（祝日の場合は翌日）

西武池袋線「石神井公園」駅（中央口）下車徒歩15分/西武新宿線「上井草」駅下車徒歩20分/西武バス（荻
15）
「三宝寺池」下車徒歩2分/西武バス（荻14）・みどりバス（関町ルート）
「JA東京あおば」下車徒歩5分
開館時間 9:00〜18:00
休館日 月曜（祝休日の場合はその直後の平日）・年末年始（12月29日〜1月3日）

板橋区教育委員会事務局生涯学習課文化財係

清瀬市

板橋区

板橋区立郷土資料館 板橋区赤塚 5-35-25 TEL 03-5998-0081
都営三田線「西高島平」駅下車徒歩13分/東武東上線「成増」駅下車徒歩23分/東武東上線「下赤塚」駅
下車徒歩25分/東武東上線「成増」駅（北口）から国際興業バス（区立美術館経由高島平操車場行）
「区
立美術館」下車徒歩2分
開館時間 9:30〜17:00（入館は16:30まで）
休館日 月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始（12月29日〜1月3日）

東久留米市

練馬区石神井台1-33-44 石神井松の風文化公園管理棟内 TEL 03-5372-2572
西武池袋線「石神井公園」駅（西口）下車徒歩15分/西武バス（吉60・荻15）
「石神井郵便局」下車徒歩1分
開館時間 9:00〜18:00
休館日 月曜（祝休日の場合はその直後の平日）・年末年始（12月29日〜1月3日）

西東京市

練馬区立石神井公園ふるさと文化館分室

板橋区板橋2-66-1 TEL 03-3579-2636
都営三田線「板橋区役所前」駅下車徒歩1分/東武東上線「大山」駅下車徒歩10分
開館時間 8:30〜17:15 休館日 土・日・祝日
東村山市

武蔵野市

武蔵野市立武蔵野ふるさと歴史館 武蔵野市境 5-15-5 TEL 0422-53-1811
JR中央線・西武多摩川線「武蔵境」駅下車徒歩12分/「武蔵境」駅からムーバス（境西循環）
「武蔵野ふ
るさと歴史館」下車すぐ ※自動車・大型バイクでの来館は御遠慮ください。高齢者・車椅子をご利用の
方はご相談下さい。
開館時間 9:30〜17:00 休館日 金曜・祝日・年末年始

三鷹市

武蔵村山市

調布市

調布市武者小路実篤記念館

狛江市教育委員会教育部社会教育課

狛江市

狛江市和泉本町1-1-5 TEL 03-3430-1111（内線2372）
小田急小田原線「狛江」駅下車徒歩5分
開館時間 8:30〜17:15 休館日 土曜・日曜・祝日

狛江市立古民家園（むいから民家園）

小金井市文化財センター 小金井市緑町 3-2-37 TEL 042-383-1198
JR中央線「東小金井」駅下車徒歩20分/JR中央線「武蔵小金井」駅下車徒歩25分/ココバス（北東部循
環⑬）
「小金井公園入口」下車徒歩5分
開館時間 9:00〜16:30 休館日 月曜（休日の場合は翌日）・年末年始

立川市

小金井市

狛江市元和泉2-15-5 TEL 03-3489-8981
小田急小田原線「狛江」駅下車徒歩10分/小田急線「狛江」駅（北口）から小田急バス（多摩川住宅中央行
（狛01））
・こまバス（北回り）で「児童公園」下車徒歩1分
開館時間 9:30〜16:30 休館日 月曜（祝日の場合は開園し、翌日休園）・年末年始

府中市南町6-32 TEL 042-368-7921
京王線・JR南武線「分倍河原」駅南側駅前ロータリーから「郷土の森体育館」行きバス6分「郷土の森正
門前」下車すぐ
開館時間 9:00〜17:00（入場は16:00まで）
休館日 月曜日（祝日の場合は翌火曜日）、11月16日（木）・17日（金）

JR中央線・武蔵野線「西国分寺」駅（南口）下車徒歩20分/JR中央線・武蔵野線「西国分寺」駅からぶん
バス（万葉・けやきルート）
「黒鐘公園入口」下車徒歩2分/京王線「府中」駅から京王バス（国02・国03・
府21系統）
「黒鐘公園入口」下車徒歩3分
開館時間 9:00〜17:00 休館日 月曜（祝日・振替休日の場合は直後の平日）・年末年始

東村山ふるさと歴史館 東村山市諏訪町 1-6-3 TEL 042-396-3800
西武新宿線・国分寺線「東村山」駅（西口）下車徒歩8分／※駐車場3台・身障者用1台あります。
開館時間 9:30〜17:00 休館日 月曜・火曜（祝日の場合は開館し翌日以降休館）
八国山たいけんの里 東村山市野口町 3-48-1 TEL 042-390-2161
西武西武園線「西武園」駅下車徒歩8分／※身障者用駐車場1台あります。
開館時間 9:30〜17:00 休館日 月曜・火曜（祝日の場合は開館し翌日以降休館）

武蔵村山市立歴史民俗資料館 武蔵村山市本町5-21-1 TEL 042-560-6620
JR中央線「立川」駅から立川バス（箱根ヶ崎駅行・三ツ藤住宅行）
「横田」下車徒歩10分/多摩モノレール
「上北台」駅から市内循環バス「村山温泉『かたくりの湯』」下車徒歩1分
開館時間 9:00〜17:00 休館日 第1月曜・第3水曜
武蔵村山市立歴史民俗資料館分館

武蔵村山市大南3-5-7 TEL 042-566-3977
JR中央線「立川」駅から立川バス（箱根ヶ崎駅行）
「大南」下車徒歩10分/市内循環バス「大南三丁目」下
車徒歩3分
開館時間 9:00〜17:00 休館日 月曜・火曜（祝日の場合は開館）
東大和市奈良橋1-260-2 TEL 042-567-4800
多摩モノレール「上北台」駅からちょこバス（外回り）
「郷土博物館入口」下車徒歩2分/西武拝島線「東大
和市」駅から西武バス（イオンモール行き）
「八幡神社」下車徒歩2分または都営バス（青梅車庫行き）
「八
幡神社前」下車徒歩2分
開館時間 9:00〜17:00
休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）・祝日の翌日（土日にあたる場合は翌火曜）

立川市歴史民俗資料館 立川市富士見町 3-12-34 TEL 042-525-0860
JR青梅線「西立川」駅下車徒歩20分/JR中央線「立川」駅（南口2番乗り場）からバス（新道福島行・富
士見町操車場行）
「団地西」下車徒歩5分
開館時間 9:00〜16:30 休館日 月曜（祝日の場合は翌日）・年末年始
川越道緑地古民家園

昭島市田中町1-17-1（昭島市役所） TEL 042-544-5111(内線2259)
JR青梅線「昭島」駅（南口）下車徒歩15分/バス（田中町団地行）
「昭島市役所」下車すぐ
開館時間 8:30〜17:00 休館日 土曜・日曜・祝日

昭島市郷土資料室

八王子市上野町33 TEL 042-622-8939
JR中央線「八王子」駅（南口）下車徒歩15分/JR中央線「八王子」駅（南口）からバス（東京家政学院行）
「上野町三丁目」下車徒歩3分
開館時間 9:00〜17:00
休館日 月曜・祝日の翌日（金曜〜月曜が祝日の場合は直後の火曜）・年末年始（12月29日〜1月3
日）・その他、館内整理による臨時休館日

八王子城跡ガイダンス施設

八王子市元八王子町3-2664-2 TEL 042-663-2800
JR中央線・京王高尾線「高尾」駅（北口）から西東京バス（霊園前・八王子城跡入口）下車徒歩20分/1番
乗り場から土日祝日限定バス（八王子城跡行）
「八王子城跡」下車すぐ
開館時間 9:00〜17:00 休館日 年末年始（12月29日〜1月3日）・臨時休館日
町田市

国分寺市

国分寺市文化財資料展示室 国分寺市西元町3-10-7 TEL 042-323-3231

042-493-8585

八王子市郷土資料館

八王子市

国立市

武蔵国分寺跡資料館 国分寺市西元町1-13-10 TEL 042-323-4103
JR中央線・武蔵野線「西国分寺」駅（南口）下車徒歩15分/JR中央線・西武線「国分寺」駅（南口）下車徒
歩20分/JR中央線・武蔵野線「西国分寺」駅からぶんバス（万葉・けやきルート）
「史跡武蔵国分寺跡」下
車徒歩8分
開館時間 9:00〜17:00（入館は16:45まで）
休館日 月曜（祝日・振替休日の場合は直後の平日）・年末年始

TEL

昭島市昭和町1-6-11（昭島市昭和町分室2階） TEL なし
JR青梅線「昭島」駅（南口）下車徒歩7分
開館時間 12:00〜16:00 休館日 月曜・火曜・木曜・金曜

くにたち郷土文化館

国立市谷保6231 TEL 042-576-0211
JR南武線「矢川」駅下車徒歩8分/JR中央線「国立」駅からバス（国立操車場行）
「くにたち郷土文化館
前」下車徒歩1分
開館時間 9:00〜17:00（入館は16:30まで）
休館日 第2・第4木曜（祝日の場合は翌日）・年末年始

清瀬市郷土博物館 清瀬市上清戸 2-6-41
西武池袋線「清瀬」駅（北口）下車徒歩10分
開館時間 9:00〜17:00 休館日 月曜

昭島市教育委員会事務局（昭島市役所 2 階）生涯学習部社会教育課

昭島市

府中市
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府中市郷土の森博物館

東久留米市郷土資料室

東久留米市滝山4-3-14 TEL 042-472-0051
西武池袋線「東久留米」駅・西武新宿線「花小金井」駅からバス（滝山営業所行）
「団地センター」下車徒
歩5分
開館時間 9:00〜16:30 休館日 土曜・日曜・祝日・年末年始

立川市幸町4-65 TEL 042-525-0860（立川市歴史民俗資料館）
多摩モノレール「砂川七番」駅下車徒歩15分/多摩モノレール「玉川上水」駅下車徒歩20分/JR中央線
「立川」駅（北口9番乗り場）からバス（立川八小経由幸町団地行）
「古民家園東」下車徒歩1分
開館時間 9:00〜16:30 休館日 月曜（祝日の場合は翌日）・年末年始

ふるさと府中歴史館

府中市宮町3-1 TEL 042-335-4393
京王線「府中」駅下車徒歩７分/ＪＲ南武線・武蔵野線「府中本町」駅下車徒歩７分
開館時間 9:00〜17:00 休館日 月曜（祝日の場合は翌火曜日）

西東京市郷土資料室 西東京市西原町4-5-6 西原総合教育施設内 TEL 042-467-1183
西武池袋線「ひばりヶ丘」駅（南口）
・西武新宿線「田無」駅（北口）から西武バス（田44系）
「西原グリー
ンハイツ」下車徒歩3分
開館時間 10:00〜17:00 休館日 月曜・火曜

東大和市立郷土博物館

東大和市

調布市若葉町1-8-30 TEL 03-3326-0648
京王線「つつじヶ丘」駅・「仙川」駅下車徒歩10分
開館時間 9:00〜17:00 休館日 月曜（祝日の場合は直後の平日）・年末年始

小平ふるさと村 小平市天神町 3-9-1 TEL 042-345-8155
西武新宿線「小平」駅から徒歩20分・西武新宿線「花小金井」駅から徒歩20分/西武バス（小平駅発昭
和病院経由武蔵小金井行）
「天神町二丁目」下車徒歩3分・立川バス（花小金井駅発昭和病院行「昭和病
院」下車徒歩3分
開館時間 10:00〜16:00
休館日 毎週月曜、第3火曜、祝日祭日の翌日（土・日曜に当たるときは開園）、年末年始（12月27日〜
翌年1月5日まで）

東村山市野口町1-46 TEL 042-395-5110
西武新宿線・国分寺線「東村山」駅（西口）下車徒歩1分
開館時間 9:30〜18:00 休館日 月曜（祝日の場合は開館し翌日以降休館）

JR中央線・総武線「三鷹」駅（南口）からバス（仙川行・晃華学園東行）
「三鷹警察署前」下車徒歩すぐ
開館時間 9:30〜20:00（土・日・祝日は17:00まで）
休館日 月曜・第3水曜・年末年始（12月29日〜1月3日）・特別整理期間

調布市小島町 3-26-2 TEL 042-481-7656
調布市郷土博物館
京王相模原線「京王多摩川」駅下車徒歩4分
開館時間 9:00〜16:00 休館日 月曜（祝日の場合は翌日）
・年末年始

小平市鈴木遺跡資料館 小平市鈴木町 1-487-4 TEL 042-323-2233
西武バス（「小平駅南口」⇔「武蔵小金井駅」）
「回田本通り」下車徒歩5分/立川バス（「国分寺駅北口」⇔
「昭和病院前」）
「共済住宅」下車徒歩10分
開館時間 10:00〜16:00 休館日 月曜・火曜・木曜・金曜・12月27日〜1月5日

東村山駅西口サンパルネ 産業・観光案内コーナー

三鷹図書館（本館） 三鷹市上連雀 8-3-3 TEL 0422-43-9151

三鷹市スポーツと文化部生涯学習課 三鷹市野崎 1-1-1 TEL 0422-45-1151( 内線 2922)
JR中央線・総武線「三鷹」駅（南口）からバス（仙川行・晃華学園東行）
「三鷹市役所前」下車徒歩すぐ
開館時間 8:30〜17:15 休館日 土曜・日曜・年末年始（12月29日〜1月3日）

国分寺市泉町2-2-26 TEL 042-359-4033
JR中央線・武蔵野線「西国分寺」駅（南口）下車徒歩7分/京王バス（寺83系統・寺85系統）
「いずみプラ
ザ前」下車徒歩5分/ぶんバス（万葉・けやきルート）
「西国分寺駅東」下車徒歩４分
開館時間 月〜金 10:00〜21:00 土・日・祝休日 10:00〜17:30
休館日 毎週第1木曜日 外設備等の保守点検日毎月1回など

ガイドステーション

練馬区立石神井公園ふるさと文化館 練馬区石神井町5-12-16 TEL 03-3996-4060

小平市

練馬区豊玉北6-12-1（練馬区役所本庁舎8階） TEL 03-5984-2442
西武池袋線・西武有楽町線「練馬」駅（西口）下車徒歩5分/都営大江戸線「練馬」駅（A2出口）下車徒歩8分
開館時間 8:30〜17:15 休館日 土曜・日曜・祝日・年末年始（12月29日〜1月3日）
練馬区

ガイドステーション

練馬区 地域文化部 文化・生涯学習課 伝統文化係

東京都立多摩図書館

町田市立博物館

町田市本町田3562 TEL 042-726-1531
JR横浜線・小田急線「町田」駅（町田バスセンター11番乗り場）からバス（藤の台団地行・鶴川駅行・鶴川
団地行）
「市立博物館前」下車徒歩7分
開館時間 9:00〜16:30
休館日 月曜（祝日・振替休日の場合は翌平日）・年末年始（12月28日〜1月4日）・展示替え期間中
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羽村市羽741 TEL 042-558-2561
JR青梅線「羽村」駅下車徒歩20分/コミュニティバスはむらん（羽村西コース）
「郷土博物館」下車
開館時間 9:00〜17:00
休館日 月曜（祝日の場合は開館）・年末年始

あきる野市

多摩市

旧富澤家住宅 多摩市落合2-35（市立多摩中央公園内） TEL 042-373-0503
京王相模原線・小田急多摩線・多摩モノレール「多摩センター」駅下車徒歩8分
開館時間 9:30〜16:30
休館日 10月1日（月）・9日（火）・15日（月）・17日（水）・18日（木）・22日（月）・29日（月）・
11月5日（月）・12日（月）・14日（水）・19日（月）・26日（月）
パルテノン多摩歴史ミュージアム 多摩市落合 2-35 TEL 042-375-1414
京王相模原線・小田急多摩線・多摩モノレール「多摩センター」駅下車徒歩5分
開館時間 10:00〜18:00 休館日 平成30年10月17日（水）・18日（木）・11月14日（水）

稲城市立中央文化センター 稲城市東長沼 2111 TEL 042-378-2111（内線 732）
京王相模原線「稲城」駅下車徒歩10分/JR南武線「稲城長沼」駅下車徒歩15分
開館時間 8:30〜17:15 休館日 土曜・日曜・祝日

日野市日野本町2-15-9 TEL 042-587-0013
JR中央線「日野」駅下車徒歩10分
開館時間 9:30〜17:00（入館は16:30まで） 休館日

瑞穂町

日野宿本陣

月曜日（祝日の場合は翌日）

檜原村

日野宿交流館

10:00〜17:00

日野図書館

日野市日野本町7-5-14 TEL 042-584-0467
JR中央線「日野」駅下車徒歩7分
開館時間 火曜〜金曜 10:00〜19:00 土曜・日曜・祝日
休館日 月曜（祝日の場合は開館）

10:00〜17:00

百草図書館

日野市百草204-1 TEL 042-594-4646
京王線「百草園」駅下車徒歩1分
開館時間 火曜〜金曜 10:00〜19:00 土曜・日曜・祝日
休館日 月曜（祝日の場合は開館）

西多摩郡瑞穂町大字駒形富士山316-5 TEL 042-568-0634
［電車］JR八高線「箱根ヶ崎」駅下車徒歩20分、タクシー5分/［車］八王子・福生方面より国道16号「富
士山」交差点を右折300m右側
開館時間 10:00〜21:00
休館日 第3月曜日（祝日の場合は開館し翌日休館）、年末年始（12月29日〜1月3日）
西多摩郡檜原村3221番地 TEL 042-598-0880
JR五日市線「武蔵五日市」駅から西東京バス（藤倉行きバス）乗車30分
開館時間 10:00〜16:00
休館日 火曜・年末年始

重要文化財小林家住宅

奥多摩水と緑のふれあい館

西多摩郡奥多摩町原5 TEL 0428-86-2731
JR青梅線「奥多摩」駅から西東京バス「奥多摩湖」下車徒歩1分
開館時間 9:30〜17:00
休館日 水曜（休日の場合は翌日）

大島町教育委員会

大島町元町1-1-14 TEL 04992-2-1453
元町港より徒歩10分、バス「大島町役場前」下車
開館時間 8:30〜17:15
休館日 土・日・祝日・年末・年始
三宅島三宅村阿古497 TEL 04994-5-1454
東海汽船「東京竹芝桟橋」から6時間/新中央航空「調布空港」から60分
開館時間 10:00〜17:00
休館日 水曜・年末年始

八丈町

多摩平図書館

日野市多摩平2-9 多摩平の森ふれあい館1階 TEL 042-583-2561
JR中央線「豊田」駅下車徒歩8分
開館時間 火曜〜金曜 10:00〜19:00 土曜・日曜・祝日 10:00〜17:00
休館日 月曜（祝日の場合は開館）

瑞穂町郷土資料館けやき館

三宅村

10:00〜17:00

日の出町文化スポーツ課文化財事務所

大島町

高幡図書館

日野市三沢4-1-12 TEL 042-591-7322
京王線・多摩モノレール「高幡不動」駅下車徒歩6分
開館時間 火曜〜金曜 10:00〜19:00 土曜・日曜・祝日
休館日 月曜（祝日の場合は開館）

奥多摩町

日野市

日野市豊田2-49-2 TEL 042-586-0584
JR中央線「豊田」駅下車徒歩6分
開館時間 火曜〜金曜 10:00〜19:00 土曜・日曜・祝日
休館日 月曜（祝日の場合は開館）

西多摩郡日の出町大久野4090-2 TEL 042-588-7320
JR五日市線「武蔵五日市」駅下車、西東京バス「つるつる温泉」行き「肝要」下車/圏央道日の出I.C.から
20分
開館時間 10:00〜17:00
休館日 月曜〜金曜（4月〜11月の土日祝日のみ開館）

西多摩郡檜原村4994番地 TEL 090-5543-0750
JR五日市線「武蔵五日市」駅から西東京バス（藤倉行きバス）乗車50分
開館時間 10:00〜15:00
休館日 火曜・年末年始

日野市日野本町7-5-6 TEL 042-585-9072
JR中央線「日野」駅下車徒歩10分
開館時間 9:00〜17:00 休館日 月曜（祝日の場合は翌日）

中央図書館

二宮考古館

あきる野市二宮1151 TEL 042-559-8400
JR五日市線「東秋留」駅下車徒歩5分/JR青梅線「福生」駅からバス（あきる野市役所経由秋川駅行・五
日市駅行）
「東秋留駅上」下車徒歩3分
開館時間 10:00〜16:00
休館日 火曜・水曜・祝日（水曜が祝日の場合は木曜も休館）

檜原村郷土資料館

日野市立新選組のふるさと歴史館

日野市神明4-16-1 TEL 042-583-5100
JR中央線「日野」駅下車徒歩15分/JR中央線「日野」駅からバス（高幡不動駅行）
「日野七小入口」下車徒
歩5分/京王線・多摩モノレール「高幡不動」駅からバス（日野駅行）
「日野七小入口」下車徒歩5分
開館時間 9:30〜17:00（入館は16:30まで） 休館日 月曜（祝日の場合は翌日）

あきる野市五日市920-1 TEL 042-596-4069
JR五日市線「武蔵五日市」駅下車徒歩17分 五日市警察署北側/JR五日市線「武蔵五日市」駅からバス
（養沢・桧原方面行）
「五日市高校」下車徒歩3分
開館時間 9:30〜16:30
休館日 火曜・水曜・祝日（水曜が祝日の場合は木曜も休館）

西多摩郡日の出町平井2673-1 TEL 042-597-6539
JR五日市線「武蔵五日市」駅下車、西東京バス「平井経由福生」行き「文化の森入口」下車/圏央道日の
出I.C.から5分
開館時間 8:30〜12:00、13:00〜17:15
休館日 土日祝日

日野市郷土資料館

日野市程久保550 TEL 042-592-0981
多摩モノレール「程久保」駅下車徒歩7分/京王線「高幡不動」駅下車徒歩20分/京王線「高幡不動」駅
（南口）から京王バス「高幡台団地」下車徒歩5分
開館時間 9:00〜17:00 休館日 月曜（祝日の場合は翌日）

福生市熊川850-1 TEL 042-530-1120
JR青梅線「牛浜」駅下車徒歩7分
開館時間 10:00〜17:00
休館日 月曜（祝日の場合は開館し、翌平日休館）

日の出町小さな蔵の資料館

日の出町

稲城市

東京都立埋蔵文化財調査センター 多摩市落合1-14-2 TEL 042-373-5296
京王相模原線・小田急多摩線・多摩モノレール「多摩センター」駅下車徒歩5〜7分
開館時間 9:30〜17:00 休館日 年末年始

福生市郷土資料室

五日市郷土館

旧多摩聖蹟記念館

多摩市連光寺5-1-1（都立桜ヶ丘公園内） TEL 042-337-0900
京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅からバス（聖ヶ丘団地経由永山駅行）又は京王相模原線・小田急多摩線「永山」
駅からバス（聖ヶ丘団地経由聖蹟桜ヶ丘駅行）
「記念館前」下車徒歩5分
開館時間 10:00〜16:00 休館日 月曜・水曜（祝日の場合は翌日）

羽村市郷土博物館

ガイドステーション

町田市民文学館ことばらんど 町田市原町田 4-16-17 TEL 042-739-3420
JR横浜線「町田」駅（ターミナル口）下車徒歩8分/小田急線「町田」駅（東口）下車徒歩12分
開館時間 9:00〜22:00（ただし、展示室・資料閲覧室・資料貸出業務は10:00〜17:00）
休館日 月曜（祝日・振替休日の場合は開館）・第2木曜（祝日の場合は翌日）・年末年始（12月29日〜
1月4日）

青梅市郷土博物館

青梅市駒木町1-684 TEL 0428-23-6859
JR青梅線「青梅」駅下車徒歩15分/都バス（駒木町循環）
「郷土博物館入口」下車徒歩5分
開館時間 9:00〜17:00
休館日 月曜（祝日・振替休日の場合は開館し、翌平日休館）

福生市

町田市生涯学習センター 町田市原町田6-8-1 TEL 042-728-0071
JR横浜線「町田」駅（中央北口）下車徒歩3分／小田急線「町田」駅（南口・西口）下車徒歩5分
開館時間 9:00〜22:00
休館日 第四月曜（祝日・振替休日にあたるときはその翌日）・年末年始（12月29日〜1月3日）

日野市神明1-12-1 日野市役所1階 TEL 042-514-8840
JR中央線「日野」駅下車徒歩15分/JR中央線「日野」駅からバス（高幡不動駅行）
「日野市役所前」下車
徒歩3分/京王線・多摩モノレール「高幡不動」駅からバス（日野駅行）
「日野市役所」下車徒歩1分
開館時間 8:30〜17:15 休館日 日曜・祝日

羽村市

町田市

ガイドステーション

町田市原町田3-2-9 TEL 042-728-8220
JR横浜線「町田」駅（ターミナル口）下車徒歩2分/小田急線「町田」駅（西口）下車徒歩10分
開館時間 火曜・水曜・金曜 10:00〜20:00
木曜・土曜・日曜・祝日 10:00〜17:00
休館日 月曜（祝日・振替休日の場合は開館）・第2木曜（祝日の場合は翌日）・年末年始（12月29日〜
1月4日）

市政図書室

青梅市

町田市立中央図書館

日野市

町田市立自由民権資料館 町田市野津田町897 TEL 042-734-4508
小田急線「鶴川」駅（0番バス乗り場）からバス（野津田車庫行・本町田経由町田駅行）
「綾部入口」下車徒歩
2分/JR横浜線・小田急線「町田」駅（栄通りPOPビル先21番バス乗り場）からバス（本町田経由野津田車
庫行・本町田経由鶴川駅行）
「袋橋」下車徒歩5分
開館時間 9:00〜16:30
休館日 月曜（祝日・振替休日の場合は翌平日）・年末年始（12月29日〜1月4日）

三宅島郷土資料館

八丈町教育委員会（八丈町役場 2 階）

八丈島八丈町大賀郷2551-2 TEL 04996-2-7071
八丈島空港から車で5分又は徒歩20分/八丈島底土港・八重根港から車で10分又は徒歩30分
開館時間 8:30〜17:15
休館日 土曜・日曜・祝日

10:00〜17:00

平山図書館

日野市平山5-18-2 TEL 042-591-7772
京王線「平山城址公園」駅下車徒歩1分
開館時間 火曜〜金曜 10:00〜19:00 土曜・日曜・祝日
休館日 月曜（祝日の場合は開館）
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